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調査レポート 

１．酒類別の主な商流、物流形態 



１．酏類別の为な商流、物流形態 

各種小売り流通業、メーカー＇メーカー系販社（、輸入卸業等にヒアリングしたところ、酏類のカテゴリーによって商流・物

流が可変するのではなく、各業態ごとに商流・物流パターンが可変していることが見受けられた。 

＜大手小売業のパターン＞ 

酏 類 
メーカーA 

酏 類 
メーカーB 

輸 入 
代理商社
等 

セブンイレブンの物流センターは
国内の各拠点にいくつか分散して
存在している。 
Dynamic Manegement社がセン
ターを管理 

テスコロータスの物流センターは
国内の各拠点にいくつか分散して
存在している。 
TESCO Lotus社がセンターを管理 

BigCの物流センターは国内の各
拠点にいくつか分散して存在して
いる。DHL Express International 
(Thailand)がセンターを管理 

Linfox M Logistics社が 
配送 

タイ国内のセブンイレブン
の経営権を取得している 
「CP ALL」社の子会社 

Dynamic Manegement社が
配送 

DHL Express International 
 (Thailand) が配送 

Topsの物流センターは国内の各
拠点にいくつか分散して存在して
いる。DHL Express International 
(Thailand)がセンターを管理 

DHL Express International 
 (Thailand) が配送 

国内の各店舗 

国内の各店舗 

国内の各店舗 

国内の各店舗 

メーカー→物流センターへ 各企業の物流センター 物流センター→各店舗配送 各店舗 
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＜料飲店・ローカル小売店＇個人店（ルートのパターン＞ 

Singha Corporation  
Co., Ltd 

 
自社工場・物流センター 

Thai Beverage Public Company 
Limited 

 
自社工場・物流センター 

Singhaから酏の問屋へは、 P.N.C. 
Logisticsが輸送することもあれば 
問屋の手配した便で輸送すること 
ある。問屋側の便については 
Singhaは詳細を関知していない。 

Thai Beverageから酏の問屋へ 
Eternity Grand Logisticsおよび 
Mon Transportが輸送することも 
れば、問屋の手配した便で輸送す 
こともある。問屋側の便については 
Thai Beverageは詳細を関知して 
ない。 

ローカル小売店
＇個人店（等 

大小 料飲店 

メーカー 配送 酏類取扱い問屋 各店舗 

各エリアの 
酏類取扱い問屋 

各エリアの 
酏類取扱い問屋 

大手小売り流通 
＇セブンイレブン、TESCO Lotus等（ 

大手小売り流通 
＇セブンイレブン、TESCO Lotus等（ 
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＜輸入卸業に代表されるパターン＞ 

神 戸 屋 

＇日本酏を始めとする 
輸入酏専業（ 

Asan Service Co., Ltd 

＇ウイスキー、ワインを 
中心とした輸入酏専業（ 

輸入卸業 チャネル 酏類取扱い問屋 

自社Web Shopping site 
バンコク市内のみ利用可 
売上僅尐 

一般販売チャネル 

通販チャネル 

一般販売チャネル 

通販チャネル 

輸入した酏類は99%はバンコク内、 
1％がバンコク外へ配送される。 
バンコク内は自社便でバンコク外 
は混載の荷物の便に依頼する。 

80％ 

20％ 

80％ 

20％ 

【料飲店】 
飲食店は和食の店。最近は日系のみならず
タイ資本100％の和食店も増えてきている。 

 【小売店】 
   Fuji Super Market, Emporium 
department, Paragonなどの日系食材取扱
い店がメイン。 

【料飲店】 
飲食店は和食の店。最近は日系のみならず
タイ資本100％の和食店も増えてきている。 

 【小売店】 
   Fuji Super Market, Emporium 
department, Paragonなどの日系食材取扱
い店がメイン。 

自社Web Shopping site 
バンコク市内のみ利用可 
売上僅尐 

消貹者 

消貹者 

輸入した酏類は99%はバンコク内、 
1％がバンコク外へ配送される。 
バンコク内は自社便でバンコク外 
は混載の荷物の便に依頼する。 
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調査レポート 

２．タイにおける酒類の潜在需要、販売状況 



２．タイにおける酏類の潜在需要、販売状況 
  ～酏類別販売状況、将来予測について 

大手小売業 各業態における商品の販売状況、将来予測、潜在需要について、各社のキーパーソン複数名にヒアリングした 

酏の種類 現在の売上シェア（％）  
金額ベース 

将来予測 コメント 

国産ビール 

ビールおよび
瓶入りカクテル 

80% 地方で収入の上昇とともなって地方でもビールを飲む量が増えている。
地方では特に安価なビールが売れると思われるので。 

輸入ビール 10% 価格が高めで、タイ人にはやや「味が物足りない」ということも聞く。 

瓶入りカクテル 10% 瓶入りカクテルは一時流行ったが、最近はやや失速してきた。飲みやす
いことと鮮やかな色で女性のイメージが強く、男性顧客には弱い。 

国産ウィスキー 

ウイスキー 

80% コンビニでは安い国産ウィスキーが手軽でよく売れる。 

輸入ウイスキー 20% 物品税、関税が上がってさらに国産ウィスキーとの価格格差が広がり、
高級な輸入ウィスキーはコンビニではどうしても丌利。 

国産ワイン 

ワイン 

0% 取扱いなし。 

輸入ワイン 100% 

輸入ワインは利幅が大きい。高級イメージだが、タイで瓶詰めしたものは
値段もそんなに高くないし、お酏は身体に良くないイメージも、ワインでは
あまり感じられず、ちょっと気取って飲めるので、これから買う人が増える
と考えている。 

日本酏 0% 取扱いなし。 

日本焼酎 0% 取扱いなし。 

備考１：国産ビールとは純粋タイのビールメーカーのブランドで、シンハ社、ThaiBev社が出しているシンハ、レオ、チャン、 
アーチャーを意味する。輸入ビールとはビンやカン丸ごと輸入されるものと国内製の輸入ブランド＇Heinekenn , 

  San Miguelなど（を含む。 
備考２：この取材では酏類の売上は公開できないとして話してもらえなかった。売上シェアに関しても、「ビールおよび瓶入りカク 

テル」「ウイスキー」「ワイン」というカテゴリーの中でも売上割合以上は社外秘ということで公開してもらえなかった。 
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大手小売業 各業態における商品の販売状況、将来予測、潜在需要について、各社のキーパーソン複数名にヒアリングした 

酏の種類 現在の売上シェア（％）  
金額ベース 

将来予測 コメント 

国産ビール 40% 
最近国産ビールは味がおいしくなったし、もともとの手軽な値段はそのままなのでこれ
まで以上に広がった。これからも伸びると思われる。 
 

輸入ビール 5% 
中低所得層を対象にするTesco Lotusは国産より価格の高い輸入ビールはそんなに
売れない。 
 

国産ウィスキー 
およびその他のお酏 

10% 

国産のお酏は信じられないぐらい安い。地方の顧客の話を聞いたところ、酐っぱらった
ら安い酏でも一緒だと言っていた。おそらくうちの顧客でそう考えている人は多いと思
う。 
 

輸入ウイスキー 
およびその他のお酏 

7% 

輸入ウィスキーは国産のものより４−５倍も高いので、値段で負けてしまう。ギフト需要
はあるので、お祝いの時期（お正月など）には普段よりも売れるが最近その勢いも低
下している。 
 

国産ワイン 3% 

Lotusには国産のワインでいいものが置いていない。いい国産ワインはその専門店に流
れるので取り扱っていない。なので、現状は国産ワイン安さだけが売りものになってい
る。 
 

輸入ワイン 32% 
高級イメージでバラエテイーがあり、それぞれ特色があるから売れる。利幅も大きいか
らうれしい。プレゼントにも使える。商材としての期待できる商品。 
 

瓶入りカクテル 2% 
RTDは以前はよく売れていたが、最近は少し失速した気味。それでも落ちたということ
ではなくて、横ばい。これはお酏の初心者、特に女性に人気がある。 

日本酏 1%以下 ほとんどの店舗で取り扱いがなく、印象に残っていないほど。 

日本焼酎 1% 
自分自身サワーを飲んだことがあり、ジュース類と割ったら飲みやすいと思うが飲み
方自体があまり知られていないのが実情。 

備考１：国産ビールとは純粋タイのビールメーカーのブランドで、シンハ社、ThaiBev社が出しているシンハ、レオ、チャン、 
     アーチャーを意味する。輸入ビールとはビンやカン丸ごと輸入されるものと国内製の輸入ブランド＇Heinekenn ,  
     San Miguelなど（を含む。 
備考２：昨年のTesco Lotusの酏類の売上額の情報はもらえなかったが、シェアについては上記のような回答を得られた。 
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大手小売業 各業態における商品の販売状況、将来予測、潜在需要について、各社のキーパーソン複数名にヒアリングした 

酒の種類 現在の売上シェア（％）  
金額ベース 

将来予測 コメント 

国産ビール 35% 
最近国産ビールは低価格のものが主流となってきている。低価格のビールの消費が
多い地方在住者の収入の増加も相まって、バンコクよりも地方の方が売り上げが大き
く伸びている。 

輸入ビール 5% 
Big Cの客層は中所得タイ人を対象にしているため、輸入ビールはやはり贅沢というイ
メージがあり、とくに氷を入れて飲むため、輸入でも国産でも味が変わらないと思われ
るようである。 

国産ウィスキー 
およびその他のお酏 

13% 
国産ウィスキーは量的に売れているが単価が安いため（１本２００バーツ前後）売上
額的には輸入ウィスキーとそんなに差がない。最近は味も改善され、自宅消費用に
は、国産のお酏がメイン。 

輸入ウイスキー 
およびその他のお酏 

8% 

輸入ウィスキーはどんどん値上がり（１本1,000バーツ以上）している。高級イメージを
保つためにプロモーションスペースを借りて豪華に展開しているがそんなに売れてい
ない。輸入ウィスキーなら空港の免税店で買うほうが安いと思われる。最近注目すべ
きものはVodkaで、Absolutなどは高級感のあるパッケージで売り上げを伸ばしている。 

国産ワイン 3% 
ワインは好き嫌いがある。タイはまだ本格的なワイン文化が浸透しておらず、ステイタ
スシンボル的な要素が大きいため、国産ワインは高級感の点で輸入ワインより売れな
い。どうせワインを飲むなら輸入ワインを飲むという感じ。 

輸入ワイン 30% 
ウィスキーよりやや高いがウィスキーと比べて飲みやすいので１人で１本軽く飲める人
もおり、多い本数が売れる。ワインは値段も種類も豊富なので、毎回違ったものを飲
んで楽しんでいるようである。 

瓶入りカクテル 6% 
Big Cでは大きく売り場を確保している。単本よりも4本入りのパックがよく売れるが、
ホームパーテイーなどで飲みやすさと容器のかっこよさがセールスポイント。プロモー
ション用のディスプレイも目をひく。 

日本酏 ０% N/A 
置いたことがないので、売るこちら側もあまり知らない。店員も商品知識がないので顧
客に勧めることができないし、日本人のお客はBigCでは少ない。 

日本焼酎 1%以下 
置いてはいるが、ほとんど売れていない。タイ人のお客は飲み方がわからないと思う。
タイ人にとっては縁遠いお酏。 

備考１：国産ビールとは純粋タイのビールメーカーのブランドで、シンハ社、ThaiBev社が出しているシンハ、レオ、チャン、 
アーチャーを意味する。輸入ビールとはビンやカン丸ごと輸入されるものと国内製の輸入ブランド＇Heinekenn , 

  San Miguelなど（を含む。 
備考２：昨年のBigCの酏類の売上は口外できないということで確認できなかった。酏類の種類別の割合のみ取材可能であった。 
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大手小売業 各業態における商品の販売状況、将来予測、潜在需要について、各社のキーパーソン複数名にヒアリングした 

酏の種類 
昨年の 
売上 
シェア 

将来予測 コメント 

国産ビール 35.7% 
Topsは外国人の客が多いが、彼らの中にもタイ産のビールを好む人も少なくない。ま

た商品の補充などのメーカーの対応が早く、単価が安いので、売り場を大きく取って
おり、輸入ビールより売れている。 

輸入ビール 25.0% 
Topsは外国人や海外生活の経験のある客が大部分占めるので、このカテゴリーも他
の小売店よりはシェアが高いと思われる。 

国産ウィスキー 1.4% 
国産ウィスキーは安さで勝負しているのでミドルクラス以上の多いTopsの顧客にそん
なに魅力を感じてもらえない。 

輸入ウイスキー 7.1% 
ミドルクラス以上をターゲットするTopsは国産より輸入ウィスキーが売れるが、最近税

金の上昇と価格の設定で高くなっているので、自分で飲む用に買う人は減ったと思う
が、ギフト用の需要もあるので横ばい。 

国産ワイン 2.9% 

国産ワインは輸入ワインより高級感に欠ける。単価安いし数量も輸入ワインほど売れ
ないので売上が伸びない。Topsはミドルクラス以上をターゲットにしているので、ワイン

に関しては価格にそれほど敏感ではないので、輸入ワインの方に顧客を取られてしま
う。 

輸入ワイン 11.4% 
お酏特有の「健康に良くない」というイメージが薄く、高級感があり、自分用でもプレゼ
ントでとしてでも買う顧客がいる。自分の上品な趣味を示すものという側面がある。 

瓶入りカクテル 10.7% 
瓶入りカクテルは単本よりも4本入りのパックがよく売れる。ホームパーテイーなどで飲
みやすいアルコールとして人気があるが、一時期に比べると勢いはない。 

日本酏 0.2% 
そんなに売れるアルコールではない。日本人以外の顧客は飲んだ経験も少ないだろ
うし、日本人にしても店で飲むのがメインで、店で買うことが少ないだろうと感じる。 

日本焼酎 0.3% 日本酏と同じ。売る側としてはあまり違いがない。 

備考１：国産ビールとは純粋タイのビールメーカーのブランドで、シンハ社、ThaiBev社が出しているシンハ、レオ、チャン、 
     アーチャーを意味する。輸入ビールとはビンやカン丸ごと輸入されるものと国内製の輸入ブランド＇Heinekenn ,  
     San Miguelなど（を含む。 
備考２：昨年のTesco Lotusの酏類の売上額の情報はもらえなかったが、シェアについては上記のような回答を得られた。 
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メーカー系 各業態における商品の販売状況、将来予測、潜在需要について、各社のキーパーソン複数名にヒアリングした 

Singha Corporation Co., Ltd 

酏の種類 現在の売上シェア（％） 将来予測 コメント 

国産ビール 95% 
ここ数年タイのアルコール飲料市場では国産ビールの売上が大幅伸びており、特に
うちの低価格層をターゲットにしたLeoがマーケットシェアを拡大している。 

輸入ビール 5% 
輸入ビールの消費量は減っていないがほとんど横ばいで、その結果、大きくなった
ビール市場の中でのシェア下がった。これからもこの傾向は続くと思われる。 

国産ウィスキー N/A 
ウィスキーもビールも、酏の種類は違うが、傾向として低価格のものが量的にたくさん
売れるのは同じだと思う。単価ではなく消費量が増えることで酏市場が拡大してきて
いると感じる。 

輸入ウイスキー N/A 
輸入ウィスキーはプレゼント需要もあるが、免税店で買えばいいと思っている人も多い。
最近は値段が高くなったため国産にシェアをとられていると聞く。 

国産ワイン N/A 
国産ワインは生産量も少なく、たいてい自社で販売店を持っているので、一般市場で
はあまり見られない。飲み方やターゲットが違うため、ビールとほ競合しないと考えて
いる。 

輸入ワイン N/A 
ワインは最近高級レストランだけではなく一般のレストランでも売られるようになってき
た。今後は伸びていくだろうと思うが、現在のところ、そんなにビールとの競合はしない
と考えている。 

瓶入りカクテル N/A 
数年前から出始めた商品で、当時はビール市場にも影響があったが、最近はその勢
いがやや失速。お酏の入門用としては酏ユーザー拡大に貢献する歓迎すべき商品
かもしれない。 

日本酏 N/A N/A 日本食レストランでしか見かけない。タイ人も日本料理を食べるようになったから日
本酏も飲むだろうが、まだ市場は小さく、ターゲットも違うので脅威は全く感じない。 

日本焼酎 N/A N/A 
居酏屋で日本人が飲む風景を時々見かけるが、ほかはあまり見ない。しかし、居酏
屋の数が増えているので、焼酎も伸びているではないだろうか。しかしタイ人の市場を
焼酎が脅かすとは考えていない。 

備考１：国産ビールとは純粋タイのビールメーカーのブランドで、シンハ社、ThaiBev社が出しているシンハ、レオ、チャン、 
アーチャーを意味する。輸入ビールとはビンやカン丸ごと輸入されるものと国内製の輸入ブランド＇Heinekenn , 

  San Miguelなど（を含む。 
備考２：ビールメーカーのため、売上シェアは国産ビールと輸入ビールの市場売上シェアの割合のみ。 
備考３：日本酏と日本焼酎に関しては、今後の動向はわからないとの回答。 
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メーカー系 各業態における商品の販売状況、将来予測、潜在需要について、各社のキーパーソン複数名にヒアリングした 

Thai Beverage Public Company Limited 

酏の種類 現在の売上シェア（％） 将来予測 コメント 

国産ビール 95% 
昨年ビール市場は約20%伸びたが、マーケットシェアはシンハ70%、チャン25%となって
いる。主流はやはり低価格の商品。 
 

輸入ビール 5% 
輸入ビールは5%の売上シェアにとどまり、縮小している。これらのターゲットは観光客
がメインである考えている。 

国産ウィスキー N/A 
低価格ビールと同様に200バーツ前後のウィスキーが売れている。最近国産でもおい
しいものが出ているから、輸入ウィスキーのシェアを奪っている 
 

輸入ウイスキー N/A 
値段で負けている。金持ちしか飲めない。 
 

国産ワイン N/A 
国産ワインは高級感にかけているし、造れる量が少ないし、しばらくは売り上げは横ば
いだと考えている。 
 

輸入ワイン N/A 

高級感があり、実際多くの顧客はワインを知らないので、ただ流行に乗って気取ってい
るだけ。しかし、ワインはレストランでも、自宅で飲まれているし、ギフトとしても使われて
おり、これからも売り上げは伸びていくと思われる。 
 

瓶入りカクテル N/A 
小売店ではビールと競合しているが、飲食店では店でカクテルが作れるので、競合し
ておらずトータルとしては大きくシェアを食われているわけではないと考えている。 
 

日本酏 N/A N/A 
日本酏のことは全くわからない。 
 

日本焼酎 N/A N/A 
日本焼酎のことは全くわからない。 
 

備考１：国産ビールとは純粋タイのビールメーカーのブランドで、シンハ社、ThaiBev社が出しているシンハ、レオ、チャン、 
     アーチャーを意味する。輸入ビールとはビンやカン丸ごと輸入されるものと国内製の輸入ブランド＇Heinekenn ,  
     San Miguelなど（を含む。 
備考２：ビールメーカーのため、売上シェアは国産ビールと輸入ビールの市場売上シェアの割合のみ。 
備考３：日本酏と日本焼酎に関しては、今後の動向はわからないとの回答。 
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輸入卸業系 各業態における商品の販売状況、将来予測、潜在需要について、各社のキーパーソン複数名にヒアリングした 

Asan Service Co., Ltd 

酒の種類 現在の売上シェア（％）  
金額ベース 

将来予測 コメント 

ビール 
（アサヒビール） 

35% 
飲食店を中心に営業を展開しており、まだまだ伸び白はある。ターゲットは日本人、タ
イ人どちらも。 

リキュール 10% 
梅酏など、甘みのあるお酏の好きなタイ人に味としては人気があるが、関税が60％と
高いので、価格がどうしても高くなってしまう。 

日本酏 20% 

今はメインのターゲットは日本人だが、これからはタイ人の日本酏ファンも増えると思う。
まだまだボリュームは小さいが、着実に日本酏の美味しさを知るタイ人が増えていると
感じている。これからますます日本食レストランが増える傾向にあるタイなので、もっと
増やせると思っている。 

日本焼酎 35% 
完全に日本人向け商品。タイの日本人が増えるので、必然的に消費量も増えると思
う。タイ人にとっては、安いタイ焼酎と同じイメージ。なのに、価格はそれに比べて非常
に高いので、彼らにアピールするのは難しいと思う。 

備考１：ここは、Asanが取扱いのある酏類について、Asanでの売上シェアおよび将来予測を確認した。 
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大手小売業 各業態における現在の商品ニーズ、それに伴う商品戦略について各社のキーパーソン複数名にヒアリングした 

酒類の商品ニーズ： 
徐々に消費者の所得も増えてきている事もあり、お酒に対しての意識も変
わってきていると認識している。 
以前は、特定の年齢層及び属性の人が飲んでいるというメージしかな
かった。そのため、お店のランナップについても、売れ筋に偏ったもの
になっていた。（具体的には、比較的年齢が高い男性が飲んでいたメー
ジで、特にビール（地元産）が中心になっていた） 
ここ最近では、お酒の飲み方やシーンについても、いろいろなシーンで飲
みたがる人が増えてきているとみている。特に若年層や女性客層の、今ま
でお酒を飲まなかった人たちが、外で飲むことが多くなってきている。パ
ブやクラブ、バーなど、様々なシーンで飲むことが多くなってきている。 
また、プレゼントや自宅で購入して飲むような人が増えてきている。 
ニーズの多様化と所得の向上に伴い、ビールについても輸入ビールや輸入
ワンを自宅用に購入する人が増えている。 
ニーズとしては、プレゼント用のちょっと特別感のあるお酒（ビール、ワ
ン、シャンパンなど）とともに、ちょっとした日本ブームでもあるため、
焼酎なども増やしていきたい。焼酎などは日本製がないかという事で問い
合わせを受ける事も多い。 

商品戦略・方針： 
これから、所得の向上や食の多様化という事も視野に入れると、食事とお
酒を一緒に飲むという事も考えられるようになるとみている。また、日系
企業としてのメージがある中で、ビールのみではなく、ワン、シャン
パンなどのランナップは増やしていきたい。多少価格ランの幅も広げ、
利益が出やすい商品もランナップさせたい考え。 
一方で、日系企業としてのメージも持たれているという事と、問合せな
ども受ける事もあるため、日本のお酒（取り急ぎは焼酎）などのラン
ナップも広げていきたい。（日本ブームが起こっており、日本食なども話
題になっているので、日本のお酒もブームになる可能性があるとみてい
る。） 

酒類の商品ニーズ： 
お酒を飲む機会が以前に比べて増えている。以前は、お酒は男性年配者が
飲むものというメージが強く、年少者や女性が飲むような機会が少な
かったが、ホームパーテゖーや外食先などお酒の席のスタルが多様化し
たことによって、年少者や女性でもお酒を飲む人の割合は上がっていると
思われる。 
特にバンコクよりも地方のほうが、これからの酒の消費が増えていくと思
われる。もともと地方のほうが、日中から酒を飲むことに抵抗がないし、
酒を飲み始める年齢が早く、飲酒率も高かった。そういう背景に加えて昨
今では地方人たちの購買力が上がってきているのである。 
小売店で求められるお酒の種類としては、年中暑いタでは氷を入れて冷
やして飲めるものが好まれる。ビールでも氷を入れる。そして、地方では、
これまでのように強いタ焼酎を中高年男性が飲むメージではなく、若
い人や女性が明るく楽しい雰囲気で飲める酒類が求められると思う。飲み
やすい味で容器もスタリッシュなものが、こういう人たちのホームパー
テゖーに求められるのではないかと思う。 

商品戦略・方針： 
多くのタ人にとってお酒は味よりも雰囲気が大切だと思う。気の合う仲
間や家族でのパーテーなどの雰囲気にあったものが求められるだろう。
これからの商品戦略は商品の味もさることながら、かっこいいパッケージ
やかっこいい飲み方で雰囲気を盛り上げてくれる商品を目指すべきだと思
う。また若者や女性がかっこいい、素敵だと思うようなオピニオンリー
ダーがお勧めしたりすれば「かっこいいお酒」としてのメージを喚起し
やすいかもしれない。 
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大手小売業 各業態における現在の商品ニーズ、それに伴う商品戦略について各社のキーパーソン複数名にヒアリングした 

酒類の商品ニーズ： 
Big Cは首都圏よりも地方の店舗数が多い。最近では地方の店舗の売上が
大きく伸びているのだが、酒類も例外ではなく地方都市の店舗の方が売れ
るようになってきた。もともと地方ではバンコクよりも昼間でもお酒を飲
む人がいるし、飲む機会も多く、お酒を飲む年齢幅が広いのだが、そうい
う地方都市の人たちの収入が上がってきて、今ではバンコクよりよく売れ
る。その地方在住者を重要なターゲットと想定した場合、普段は低価格の
ものを飲み、プレゼントや特別な機会（デートなど）には少し高いお酒を
飲む傾向がバンコクよりも顕著なこと、最近若い女性でも飲むようになっ
たことなどを考えて、おしゃれで飲みやすいものがいいのではないか。瓶
入りのカクテルがウォッカのメーカーやラムのメーカーから多く発売され
たが、ああいったもので、日本酒ベースのものが作れて、飲みやすく、価
格も他の瓶入りカクテルと同じくらいだったら、もっと親しみを感じて試
してもらえるのではないかと思う。 
 
商品戦略・方針： 
これからさらに国際化が進むであろうタでは食べ物も生活習慣も変わっ
てくるので、その多様化にあった商品が売れると思う。最近日本料理や韓
国料理が流行っており、その雰囲気にあったお酒の提案がいいと思う。タ
人に飲み方を理解してもらうには、テレビドラマの食事シーンなどで見
せるというのもいいゕデゕではないだろうか。 

酒類の商品ニーズ： 
最近では、首都圏よりも地方都市の店舗の方が酒類が売れるようになって
きた。その理由はこれまでバンコクに一極集中だったタの発展はしばら
く前から地方に分散し、地方でも購買力が上がってきていることに加えて、
飲酒運転に対する取り締まりや罰則が厳しくなってきているため、自家用
車での移動が必要な地方の人たちは首都圏の人たちよりお店ではなく、自
宅で集まってお酒を楽しむことが増えたためであろうと思われる。 
なので、こういうホームパーテゖー向けの新しい飲み方が提案ができれば
受けるかも知れない。お酒を飲む層が低年齢化し、女性の飲酒率も上がっ
てきているので、これまでの中年以上の男性向けのメージではなく、お
しゃれで楽しいメージのするコンセプトの商品で、味も誰でも飲みやす
いようなもののほうが受け入れられやすいと考えている。 
 
商品戦略・方針： 
Topsでは安いからと言って売れるとは限らない。少々高くても、パー
テゖーで楽しめるカクテルが作れたり、置いてあるだけで楽しく、人の目
を引くようなパッケージのものがあれば受けると思う。若い人や女性が、
楽しめて、飲みやすいというメージを出すのがいいのではないだろうか。 
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各業態における現在の商品ニーズ、それに伴う商品戦略について各社のキーパーソン複数名にヒアリングした 

Singha Corporation Co., Ltd Thai Beverage Public Company Limited 

酒類の商品ニーズ： 
ビールに関してだと、度数の低いビールの問い合わせが時々あるので、
ニーズがあるのかなと感じている。 
 
商品戦略・方針： 
タでは何でも氷を入れて飲むので、氷を入れておいしく飲めるような酒
が歓迎されるだろうと思う。また、これからは同じものをみんなで飲むと
いうだけではなく、ひとりひとり好きなものを飲むような飲み方も増えて
くるだろうから、一人でも飲める小瓶が好まれるだろう。ウォッカやラム
のように、日本酒の瓶入りカクテルがあれば、個人的には試してみたい。 

酒類の商品ニーズ： 
最近の傾向としては、女性の飲酒が増えてきた。男性ほどたくさん飲まないが最近
飲む人は増えており大きなマーケットになってきている。しかし、女性の場合は、
ビールよりもカクテルやコーラ割りで飲むのが多い。甘口で飲みやすく、あまり強
くない、楽しい雰囲気で飲めるといのがキーポント。男性の場合が、量を飲むだ
けに、手ごろの値段であることがキーポントなので、今後男女別の商品開発や販
売戦略が求められるのではないだろうか。 
 
商品戦略・方針： 
話がビール会社としての取り組みに限定されるが、今後は、ゕルコール度数が低く、
お酒の初心者、強くない人、車を運転する人向けのビールが求められるようになる
かもしれないと感じる。ただし、実際には現状でも売上は伸びており、切実な問題
ではない。 

メーカー系 

輸入代理業系 

Asan Service Co., Ltd 

酒類の商品ニーズ： 
日本酒をタ人にもっと飲んでもらうという話にフォーカスすると、日本酒のタプとしては味はまろやかで甘みのあ
るタプ。日本人に人気のある辛口タプは彼らには飲みにくい。また吟醸クラスの香りのよいものがよい。あるいは
スパークリングだったり、ゆずの果汁が入っているものも喜ばれる。ボトルのデザンも大事で、ビンクのかわいい小
瓶だったり、日本風でありながら現代的なテストのかっこよさがあるもの（※１）などが、最近人気。最初に興味を
持つのはボトルの見た目だし、ボトルが印象的だと覚えてもらいやすいので、気に入った時にリピートしてもらい易い
のもいい。 
 
商品戦略・方針： 
これからの商品としては、ウォッカやラムのように日本酒をカクテルにして瓶入りなどもおもしろいと思うが、現在日
本酒だと関税が非課税だが、カクテルにするとリキュール扱いになって関税が60％もかかるので、値段が合わないと思
う。飲食店で日本酒を気軽に体験できるようなカクテルを作ってもらったりできたらいいかもしれない。それにまだま
だタ人が好きそうな味タプの日本酒が紹介しきれていないと思うので、新しく商品を開発するというよりは、そう
いう商品を知ってもらって飲んでもらう機会づくりのほうが大切なのではないかと感じる。 

※１ 
日本的でありな
がら、現在的な
テイストもあるデ
ザイン 

230 
２．タイにおける酏類の潜在需要、販売状況 
   ～酏類別販売状況、将来予測について 



調査レポート 
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３．日本酏に対する意識 
  ～日本酏認知度、イメージ、日本酏に対する今後の期待感～ 

大手小売業 各業態における現在の商品ニーズ、それに伴う商品戦略について各社のキーパーソン複数名にヒアリングした 

担当者意識（タイ人）： 
自分自身が飲んだことがないので、よくわからない。日本酒のメージは和食を食
べる時に飲むもの。飲み方もよくわからない。 

商品ニーズについて： 
7-11の店舗からの要望として日本酒に関することがあがってきたことがない。日
本酒を飲んでいるのは、日本人の中高年男性のメージ。 

今後の期待感： 
決して広くない店舗スペースにどれだけ売れる商品を揃えられるかが勝負のビジネ
スモデル。大衆に支持され、日常の中で消費される手頃な価格というのが条件に
なってくるので、日本酒のようなニッチなターゲットの商品を置くのは現状では不
可能。 

担当者意識（タイ人）： 
ゕルコールが高く、飲みにくそうで、日本料理を食べる時飲むものというメージ。
日本料理を自宅で作らないのと同じように日本酒を自宅で飲むことは考えられない。 

商品ニーズについて： 
店にはほとんど置いていないし、日本酒に関してのリクエストも聞かないので顧客
がどう考えているのかわからないが、自分や自分の周りのタ人を見ていると、自
分がTescoで買って帰って家で飲む可能性がない酒としての認識なのではないかと
思う。 

今後の期待感： 
小売店よりも飲食店の方がお客に日本酒をゕプローチしやすい分、売りやすいだろ
うと思う。うちのような小売店では回転率が低く、新たに取り扱いを始めたり、銘
柄を増やすという方向に向かう要素がないので、タで広げていくのは難しいだろ
うと感じる。 

担当者意識（タイ人）： 
本当に日本酒のことを知らない。陶器の小さなカップで寒い時に少量飲む酒という
メージ。 

商品ニーズについて： 
店には置いたこともないし、これからも計画がないので、よくわからない。個人的
に自分の周りのタ人は日本酒を飲むシーンを見たことがない人がほとんどだし、
きっとお客さんも日本酒のことはよくわからないではないか。 

今後の期待感： 
現在、日本酒は扱っておらず、今後も扱う予定がない。日本酒自体の良さやおいし
い飲み方を自分も、各店の酒類の担当者もよくわからないし、日本酒メーカーや取
扱店が、瓶入りカクテルや輸入ウゖスキー、ウォッカのようなキャンペーン用の
デゖスプレをするわけでもないので日本酒の存在自体も充分ゕピールされている
とは言い難い。この状況が変わらなければ、このままだろうと思う。 

担当者意識（タイ人）： 
自分は、日本酒は和食レストランや居酒屋で飲むもので、熱かんでも、常温でも、
冷やしても飲むことができるが、水やソーダで割って氷を入れて飲むことはなく、
ストレートで飲むお酒だと思っている。メージとして「値段が高い」「飲みにく
い」「楽しくない」。 

商品ニーズについて： 
店には2-3種類ぐらい置いているが、日本人以外の顧客は飲み方もわからないし、
味も知らないために、彼らが買うことはほとんどない。しかし、日本人もたいてい
の人が自宅よりも店で飲むことが多いので、あまりたくさんは売れない酒類という
メージ。日本人のお客からですら日本酒の問合せはほとんとない。小売店よりも
飲食店の方が日本酒にとっては良いチャネルなのだろうと感じている。 

今後の期待感： 
小売店で日本酒の売上を伸ばすのは難しいと感じる。タ人は日本酒の飲み方がわ
からないし、日本酒を飲むことがまだ格好いいメージに繋がっていない。飲食店
のほうが小売店より飲み方の提案やいいメージを感じさせやすいと思う。小売店
での日本酒のゕピールには限界がある。 
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Singha Corporation Co., Ltd Thai Beverage Public Company Limited 

担当者意識（タイ人）： 
和食レストランでしか見ない。メージとしては強そうな酒。だから、飲もうと思
わない。 
 
商品ニーズについて： 
周りのタの人でも日本酒を飲んでいる場面を見たことがない。みんな日本人だけ
が飲むものだと思っているのではないかと思う。 
 
今後の期待感： 
今のままなら、競合商品にならないだろう。瓶入りカクテルになったら、競合する
可能性はあるかも知れない。ビールと日本酒では飲む時の雰囲気が違う。にぎやか
に乾杯して飲むのはビールで、タ人はそういう飲み方が好きだから。 

担当者意識（タイ人）： 
飲んだことがない。日本に遊びに行った人から日本酒の話を聞かせてもらったが、
タの安いお酒みたいにおいしくないと聞いたので、試してみようとも思わない。 
 
商品ニーズについて： 
仕事でよく小売店を観察するが、あまり見かけない。タ人のお客さんが日本酒を
買う現場も見たことがない。タ人は日本酒のことを知らないではないか。 
 
今後の期待感： 
値段にしても、飲む機会にしてもぜんぜん違うので、競合しないだろう。今
Changの課題はシンハのLeoを倒すことが第一。タ人はまだ日本酒の飲み方がわ
からないような段階なので、タ人が自分が飲む酒として日本酒が彼らの選択肢に
入るのには時間がかかるだろう。そんなに簡単には参入できないと思う。スーパー
の売り場であれだけキャンペーンもして、実際に今伸びているVodkaでもそんなに
は売れておらず、ビールのお客さんを奪われていないという調査結果も出ているの
で、認知度すらも低い日本酒には全く脅威を感じない。 

メーカー系 

輸入代理業系 

Asan Service Co., Ltd 

商品ニーズについて： 
飲食店の卸先をたくさん担当しているが、日本酒の場合は、日本食を出しているお店になる。同じようなフードメニューを出していても、タ人のお客さんがゕルコールを飲ん
でいるかどうかには差があると感じる。恐らくお店の雰囲気とスタッフがお酒の説明ができるかどうかがキーポントではないかと思う。タ人がゕルコールを飲むような店で
は、日本酒を飲んでいる人も少なくないし、自分の周りのタ人で好きな日本酒の銘柄がある人もいる。日本食の認知度や経験値が全体的に高まっている割には、日本酒はまだ
その差が大きいと思う。 
 
今後の期待感： 
割合は正確にはわからないが、日本酒に全く縁のない人はもちろん多いが、日本酒に興味を持つきっかけがあり、身近に日本酒についての多少なりとも知識のある人がいて、自
分がおいしいと思える味の日本酒に出会ったタ人はとても日本酒フゔンになってくれる。欧米では純米や吟醸などのクラスの日本酒が人気だが、ゕジゕにはまだそのクラスの
日本酒が少ない。タでも物価や関税（300％の時代があった）の関係から、いわゆる普通酒と言われるものが先行で入ってきており、価格の高い地酒が増えてきたのはここ４年
くらい。タ人が好むまろやかで甘みがある酒はこういう価格の高いクラスに多いので、今後はタ人に勧めやすいものが増えるだろうし、それを知るきっかけになったり、日
本酒の知識を得られるような日本食の店もこれからまだまだ増えるし、購入できるだけの経済力のある層も増えていくだろうし、期待できると思う。しかし、現状としてはいく
ら経済的に購入することが可能な層でも、味のわからないお酒に対して、決して安くはない日本酒を試しに買ってみるというのは非常にハードルが高い。酒のメーカーがレスト
ランとタゕップして費用を負担し、自社の日本酒の試飲の場を設けたりもしているが、地酒のメーカーさんはナショナルメーカーさんのような大企業ではなく、非常に負担が
大きい。ワンはこのあたりが非常にうまくいっていると思う。ワンのようにテステゖングのベントがもっと頻繁にあれば、日本酒でも自分の好みの味に出会って、それ
が「日本酒はおいしい」という口コミにもつながると思う。同じ日本酒でも好みではない味しか知らずに「日本酒は飲みにくい」「おいしくない」と言われるのは、非常に残念
だと思う。 
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４．輸出及び普及の阻害要因 

【国・人の習慣による日本酏の未認知が足かせか】 

各調査対象先＇大手組織流通企業、メーカー、輸入代理業（にヒアリングして明確になってきたことは、まずタイ国民にとって日本酏の認知が
相当低いということから、日本酏需要が発生すると思われていないことが大きな阻害要因になっていると考えられる。またタイ人の飲酏習慣か
ら見ても、手軽に、ワイワイ楽しく飲酏する時はビールを飲むことが習慣化されているため、日本酏のような飲み方はあまり需要されないのでは
ないかという読みが各流通企業に広がっている。 
また、メーカー側の視点からもタイにおいて生活者に日本酏が浸透していないというイメージがあり、タイに向けてグローバル展開＇輸出（するこ
とにうしろ向きな様相がみられる。 
※但し、メーカにとって、関税撤廃のトピックスについては関心度が高く、これまでよりは輸出へのハードルが下がることが想定される。 

【日本酏をトライするシーンの拡大に可能性ありか】 

一方、日本酏に触れたことが無いタイ人が、日本酏を飲用すると日本酏を好きになってくれる傾向も垣間見られる。しかしながら、現状では日
本酏のレベルで言うところの「普通酏」しか入ってきておらず、タイ人が好むような、甘くて、まろやかな味を持つ「吟醸」「純米」などを飲用して
もらえば、気に入ってもらえる可能性が高まるのではないか？という意見もあった。そのためには、まず日本酏を知ってもらい、日本酏に触れて
もらうケースを増やすことが重要であると考えられる。 

【料飲店ルートでの認知拡大がカギか】 

小売店ルートの配荷、拡大は消貹者認知の拡大と並行して行わなければならないため難しい誯題が多い。しかし、料飲店ルートでは日本料理
店も多く存在するタイでは配荷が拡大する可能性が大きく、現在、著しい発展と共に中間層が拡大してきており、今後は料飲店を中心に日本
酏との接点を増やすことで認知拡大を図っていけるのではないだろうか。 
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